
宮城県レッドリスト（2016）

植物（維管束植物以外（蘚苔類））
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
キヨスミイトゴケ ハイヒモゴケ科
コシノヤバネゴケ カワゴケ科 CR+EN
クマノゴケ イクビゴケ科 ＮＴ
クロカワゴケ カワゴケ科 ＶＵ
カワゴケ カワゴケ科 ＶＵ
コハイヒモゴケ ハイヒモゴケ科
テヅカチョウチンゴケ チョウチンゴケ科 ＶＵ
ヒムロゴケ ヒムロゴケ科
オオカサゴケ ハリガネゴケ科
カサゴケモドキ ハリガネゴケ科 ＶＵ
ササオカゴケ ヤナギゴケ科 CR+EN
コアナミズゴケ ミズゴケ科
オオミズゴケ ミズゴケ科 ＮＴ
シタミズゴケ ミズゴケ科
コウライイチイゴケ ハイゴケ科
チャボナガタイゴケ ブルッフゴケ科
シゲリゴケ クサリゴケ科
ヨウジョウゴケ クサリゴケ科 ＮＴ
コマチゴケ コマチゴケ科
エゾヤハズゴケ チヂレヤハズゴケ科
エゾヒメヤバネゴケ ヤバネゴケ科
ヨコグラハネゴケ ハネゴケ科
クラマゴケモドキ クラマゴケモドキ科
ウキゴケ ウキゴケ科
イチョウウキゴケ ウキゴケ科 ＮＴ
シフネルゴケ ヤバネゴケ科
イボイボツノゴケ ツノゴケモドキ科
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
キヌシッポゴケモドキ キヌシッポゴケ科 ＶＵ
クマノチョウジゴケ キセルゴケ科
ヤリノホゴケ ハイゴケ科
オキナスギゴケ スギゴケ科 CR+EN
マルバヒメクサリゴケ クサリゴケ科
ナカジマヒメクサリゴケ クサリゴケ科
ヤマナカヨウジョウゴケ クサリゴケ科
ナンヨウサンカクゴケ クサリゴケ科
準絶滅危惧（NT）
ヤマトハクチョウゴケ チヂレゴケ科 ＶＵ
情報不足（DD）
ヒメキンシゴケ キンシゴケ科
フクラゴケ（ナワゴケ） ナワゴケ科
オオカギイトゴケ ハイゴケ科 CR+EN
ヒヨクゴケ イワダレゴケ科 ＮＴ
カサゴケ ハリガネゴケ科
フナガタミズゴケ ミズゴケ科

植物（維管束植物）
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅（EX）
ミズスギ ヒカゲノカズラ科
カタヒバ イワヒバ科
サイゴクベニシダ オシダ科
アッケシソウ アカザ科 ＶＵ
オニバス スイレン科 ＶＵ
タチスミレ スミレ科 ＶＵ
シロスミレ スミレ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
ハマゴウ クマツヅラ科

ハルリンドウ リンドウ科
ムシャリンドウ シソ科 ＶＵ
ヒシモドキ ヒシモドキ科 ＥＮ
フサタヌキモ タヌキモ科 ＥＮ
ヤハズカワツルモ ヒルムシロ科 ＣＲ
コキンバイザサ キンバイザサ科
ウスイロスゲ カヤツリグサ科
野生絶滅（EW）
デンジソウ デンジソウ科 ＶＵ
絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
マツバラン マツバラン科 ＮＴ
チシマヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ科 ＥＮ
スギラン ヒカゲノカズラ科 ＶＵ
ミズニラモドキ ミズニラ科 ＶＵ
ヒメハナワラビ ハナヤスリ科 ＶＵ
トネハナヤスリ ハナヤスリ科 ＶＵ
オオキジノオ キジノオシダ科
ウラジロ ウラジロ科
アオホラゴケ コケシノブ科
コバノイシカグマ コバノイシカグマ科
フモトシダ コバノイシカグマ科
ホラシノブ ホングウシダ科
マツザカシダ イノモトソウ科
オオバノハチジョウシダ イノモトソウ科
ヒメイワトラノオ チャセンシダ科
ミヤコヤブソテツ オシダ科
ハカタシダ オシダ科
オニカナワラビ オシダ科
サクライカグマ オシダ科
イワカゲワラビ オシダ科 ＶＵ
ギフベニシダ オシダ科
コハシゴシダ ヒメシダ科
ウスヒメワラビ イワデンダ科
トガリバイヌワラビ イワデンダ科
オクヤマワラビ イワデンダ科
コウライイヌワラビ イワデンダ科 ＶＵ
アカウキクサ アカウキクサ科 ＥＮ
シライヤナギ ヤナギ科
マダイオウ タデ科
クリンユキフデ タデ科
エゾノミズタデ タデ科
シラカワタデ タデ科 ＮＴ
ヒゲネワチガイソウ ナデシコ科
ハマハコベ ナデシコ科
エゾフスマ ナデシコ科
イトハコベ ナデシコ科 ＶＵ
チョウセンゴミシ マツブサ科
ヤブニッケイ クスノキ科
イチリンソウ キンポウゲ科
ヒメキンポウゲ キンポウゲ科 ＶＵ
オキナグサ キンポウゲ科 ＶＵ
ヒメバイカモ キンポウゲ科 ＥＮ
ヒキノカサ キンポウゲ科 ＶＵ
アズマシロカネソウ キンポウゲ科
ミヤマオダマキ キンポウゲ科
ノカラマツ キンポウゲ科 ＶＵ
トガクシソウ メギ科 ＮＴ
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
フタバアオイ ウマノスズクサ科
コシノカンアオイ ウマノスズクサ科
ヤマシャクヤク ボタン科 ＮＴ
コモウセンゴケ モウセンゴケ科
ツルケマン ケシ科 ＥＮ
オサバグサ ケシ科
コイヌガラシ アブラナ科 ＮＴ
ザリコミ ユキノシタ科
クサアジサイ ユキノシタ科
エゾノチャルメルソウ ユキノシタ科
ミヤマザクラ バラ科
エゾノシロバナシモツケ バラ科
オオタカネバラ バラ科
ミヤマウラジロイチゴ バラ科
キンロバイ バラ科 ＶＵ
カラフトダイコンソウ バラ科
クサボケ バラ科
ジャケツイバラ マメ科
センダイハギ マメ科
タヌキマメ マメ科
シャジクソウ マメ科
ノアズキ マメ科
タカネグンナイフウロ フウロソウ科
センダイタイゲキ トウダイグサ科 ＮＴ
ホンゴウソウ ホンゴウソウ科 ＶＵ
ヨコグラノキ クロウメモドキ科
ナニワズ ジンチョウゲ科
ヒゴスミレ スミレ科
ヒメミソハギ ミソハギ科
ヒメビシ ヒシ科 ＶＵ
ヤナギラン アカバナ科
ミシマサイコ セリ科 ＶＵ
エキサイゼリ セリ科 ＮＴ
イワヒゲ ツツジ科
サクラソウ サクラソウ科 ＮＴ
ウミミドリ サクラソウ科
ハマサジ イソマツ科 ＮＴ
ヒメナエ マチン科 ＶＵ
アイナエ マチン科
コケリンドウ リンドウ科
ガガブタ ミツガシワ科 ＮＴ
チョウジソウ キョウチクトウ科 ＮＴ
アカネムグラ アカネ科
ハナムグラ アカネ科 ＶＵ
ハマベンケイソウ ムラサキ科
サワルリソウ ムラサキ科
ムラサキ ムラサキ科 ＥＮ
ツルカメバソウ ムラサキ科 ＥＮ
カリガネソウ クマツヅラ科
カイジンドウ シソ科 ＶＵ
ツルカコソウ シソ科 ＶＵ
エゾニガクサ シソ科 ＥＮ
オカタツナミソウ シソ科
タカクマヒキオコシ シソ科
ヒメハッカ シソ科 ＮＴ
ミゾコウジュ シソ科 ＮＴ
ミソガワソウ シソ科
エゾルリトラノオ ゴマノハグサ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
ハグロソウ キツネノマゴ科
イワタバコ イワタバコ科
ホザキノミミカキグサ タヌキモ科
ミミカキグサ タヌキモ科
タヌキモ タヌキモ科 ＮＴ
ヒメタヌキモ タヌキモ科 ＮＴ
エゾヒョウタンボク スイカズラ科 ＶＵ
バアソブ キキョウ科 ＶＵ
シロヨモギ キク科
コウヤボウキ キク科
ヒメヒゴタイ キク科 ＶＵ
キクアザミ キク科
ミヤコアザミ キク科
ナトリアザミ キク科
マルバオモダカ オモダカ科 ＶＵ
トチカガミ トチカガミ科 ＮＴ
スブタ トチカガミ科 ＶＵ
セキショウモ トチカガミ科
コウガイモ トチカガミ科
シバナ シバナ科 ＮＴ
オオシバナ シバナ科 ＮＴ
ササバモ ヒルムシロ科
ヒロハノエビモ ヒルムシロ科
ホソバヒルムシロ ヒルムシロ科 ＶＵ
エゾヤナギモ ヒルムシロ科
ツツイトモ ヒルムシロ科
リュウノヒゲモ ヒルムシロ科 ＮＴ
イトクズモ イトクズモ科 ＶＵ
イバラモ イバラモ科
イトイバラモ イバラモ科 ＶＵ
オオトリゲモ イバラモ科
トリゲモ イバラモ科 ＶＵ
ムサシモ イバラモ科 ＥＮ
チャボゼキショウ ユリ科
ギョウジャニンニク ユリ科
ステゴビル ユリ科 ＶＵ
ヤマスカシユリ ユリ科 ＮＴ
ヒメサユリ ユリ科 ＮＴ
マルバサンキライ ユリ科
ヒオウギ アヤメ科
ヤブミョウガ ツユクサ科
アキウネマガリ タケ科
ウシクサ イネ科
イワテイチゴツナギ イネ科
マイヅルテンナンショウ サトイモ科 ＶＵ
ヒメカイウ サトイモ科 ＮＴ
ザゼンソウ サトイモ科
ナベクラザゼンソウ サトイモ科 ＶＵ
オオミクリ ミクリ科 ＶＵ
エゾミクリ ミクリ科
ヤマトミクリ ミクリ科 ＮＴ
タマミクリ ミクリ科 ＮＴ
ハタベスゲ カヤツリグサ科 ＥＮ
ジョウロウスゲ カヤツリグサ科 ＶＵ
タチスゲ カヤツリグサ科
サナギスゲ カヤツリグサ科
ユキグニハリスゲ カヤツリグサ科
カンスゲ カヤツリグサ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
ハコネイトスゲ カヤツリグサ科
マメスゲ カヤツリグサ科
チシママツバイ カヤツリグサ科 ＶＵ
チャボイ カヤツリグサ科 ＶＵ
トネテンツキ カヤツリグサ科 ＶＵ
クグガヤツリ カヤツリグサ科
コアツモリソウ ラン科 ＮＴ
クマガイソウ ラン科 ＶＵ
アツモリソウ ラン科 ＶＵ
サギソウ ラン科 ＮＴ
ミズトンボ ラン科 ＶＵ
オオミズトンボ ラン科 ＥＮ
イイヌマムカゴ ラン科 ＥＮ
タカネトンボ ラン科 ＶＵ
マイサギソウ ラン科
カモメラン ラン科 ＮＴ
ウチョウラン ラン科 ＶＵ
ヒナチドリ ラン科 ＶＵ
コアニチドリ ラン科 ＶＵ
ミヤマモジズリ ラン科
テガタチドリ ラン科
アオキラン ラン科 ＣＲ
ヤマトキソウ ラン科
クゲヌマラン ラン科 ＶＵ
コフタバラン ラン科
ベニシュスラン ラン科
ヒロハツリシュスラン ラン科 ＥＮ
ヒメミヤマウズラ ラン科
ショウキラン ラン科
フガクスズムシソウ ラン科 ＶＵ
ギボウシラン ラン科 ＥＮ
セイタカスズムシソウ ラン科
スズムシソウ ラン科
ヨウラクラン ラン科
キンセイラン ラン科 ＶＵ
ナツエビネ ラン科 ＶＵ
サルメンエビネ ラン科 ＶＵ
トケンラン ラン科 ＶＵ
イチョウラン ラン科
セッコク ラン科
ムギラン ラン科 ＮＴ
モミラン ラン科 ＶＵ
マツラン ラン科 ＶＵ
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
ヤマハナワラビ ハナヤスリ科
コハイホラゴケ コケシノブ科
コモチシダ シシガシラ科
イノデモドキ オシダ科
オクヤマシダ オシダ科
ヒメイタチシダ オシダ科
キノクニベニシダ オシダ科
キヨスミヒメワラビ オシダ科
ハシゴシダ ヒメシダ科
ウサギシダ イワデンダ科
ヒロハイヌワラビ イワデンダ科
ハコネシケチシダ イワデンダ科
セイタカシケシダ イワデンダ科
オニヒカゲワラビ イワデンダ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
ヒカゲワラビ イワデンダ科
イワオモダカ ウラボシ科
ユビソヤナギ ヤナギ科 ＶＵ
サクラバハンノキ カバノキ科 ＮＴ
トキホコリ イラクサ科 ＶＵ
マルバヤブマオ イラクサ科
タチゲヒカゲミズ イラクサ科 ＶＵ
ミヤマツチトリモチ ツチトリモチ科 ＶＵ
アブクマトラノオ タデ科
ナガバノウナギツカミ タデ科 ＮＴ
ヒメタデ タデ科 ＶＵ
ワダソウ ナデシコ科
タカネナデシコ ナデシコ科
カザグルマ キンポウゲ科 ＮＴ
フクジュソウ キンポウゲ科
ツルキツネノボタン キンポウゲ科
コキツネノボタン キンポウゲ科 ＶＵ
マンセンカラマツ キンポウゲ科 ＥＮ
ミツバノバイカオウレン キンポウゲ科
ハンゲショウ ドクダミ科
オクエゾサイシン ウマノスズクサ科
ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 ＶＵ
ナツツバキ ツバキ科
オシマオトギリ オトギリソウ科
キケマン ケシ科
ミズタガラシ アブラナ科
アズマツメクサ ベンケイソウ科 ＮＴ
ミヤママンネングサ ベンケイソウ科
ベンケイソウ ベンケイソウ科
ヤシャビシャク ユキノシタ科 ＮＴ
トガスグリ ユキノシタ科
シコタンソウ ユキノシタ科
キビナワシロイチゴ バラ科
シモキタイチゴ バラ科
エゾツルキンバイ バラ科
エチゴツルキジムシロ バラ科
カワラサイコ バラ科
ナガボノシロワレモコウ バラ科
モメンヅル マメ科
マルミノウルシ トウダイグサ科 ＮＴ
オクノフウリンウメモドキ モチノキ科
ホナガクマヤナギ クロウメモドキ科
マルバグミ グミ科
シハイスミレ スミレ科
フモトスミレ スミレ科
ミズマツバ ミソハギ科 ＶＵ
アシボソアカバナ アカバナ科
タチモ アリノトウグサ科 ＮＴ
オグラノフサモ アリノトウグサ科 ＶＵ
タニミツバ セリ科
オオイワカガミ イワウメ科
カラフトイチヤクソウ イチヤクソウ科 ＶＵ
ヤナギトラノオ サクラソウ科
クリンソウ サクラソウ科
ハイハマボッス サクラソウ科 ＮＴ
ホソバノツルリンドウ リンドウ科
イヌセンブリ リンドウ科 ＶＵ
アサザ ミツガシワ科 ＮＴ
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和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
ヒメシロアサザ ミツガシワ科 ＶＵ
スズサイコ ガガイモ科 ＮＴ
フナバラソウ ガガイモ科 ＶＵ
コカモメズル ガガイモ科
スナビキソウ ムラサキ科
クマツヅラ クマツヅラ科
イヌニガクサ シソ科 ＣＲ
ヤマジソ シソ科 ＮＴ
キセワタ シソ科 ＶＵ
ヤマホロシ ナス科
マルバノサワトウガラシ ゴマノハグサ科 ＶＵ
ゴマノハグサ ゴマノハグサ科 ＶＵ
アブノメ ゴマノハグサ科
ヤマルリトラノオ ゴマノハグサ科
ミチノククワガタ ゴマノハグサ科
イヌノフグリ ゴマノハグサ科 ＶＵ
クワガタソウ ゴマノハグサ科
ミヤマシオガマ ゴマノハグサ科
タチコゴメグサ ゴマノハグサ科
キヨスミウツボ ハマウツボ科
イヌタヌキモ タヌキモ科 ＮＴ
キキョウ キキョウ科 ＶＵ
オナモミ キク科 ＶＵ
エゾノコギリソウ キク科
リュウノウギク キク科
エゾノタウコギ キク科
オカオグルマ キク科
ミチノクヤマタバコ キク科
アズマギク キク科
アオヤギバナ キク科
ヒメガンクビソウ キク科
ホソバオグルマ キク科 ＶＵ
アキノハハコグサ キク科 ＥＮ
カシワバハグマ キク科
タカサゴソウ キク科 ＶＵ
カワラニガナ キク科 ＮＴ
アギナシ オモダカ科 ＮＴ
ヤナギスブタ トチカガミ科
ミズヒキモ ヒルムシロ科
エゾノヒルムシロ ヒルムシロ科
コバノヒルムシロ ヒルムシロ科 ＶＵ
ホソバミズヒキモ ヒルムシロ科
センニンモ ヒルムシロ科
カワツルモ ヒルムシロ科 ＮＴ
サガミトリゲモ イバラモ科 ＶＵ
ホッスモ イバラモ科
チシマゼキショウ ユリ科
ヤマラッキョウ ユリ科
アマナ ユリ科
クルマバツクバネソウ ユリ科
スズラン ユリ科
カキツバタ アヤメ科 ＮＴ
ヒメコウガイゼキショウ イグサ科
オモエザサ タケ科
ヒナザサ イネ科 ＮＴ
ミチシバ イネ科
ハイドジョウツナギ イネ科
ヒメミクリ ミクリ科 ＶＵ
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和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
ナガエスゲ カヤツリグサ科
ムジナスゲ カヤツリグサ科
ヤマクボスゲ カヤツリグサ科
クジュウツリスゲ カヤツリグサ科 ＮＴ
ヌマアゼスゲ カヤツリグサ科 ＶＵ
ヌマクロボスゲ カヤツリグサ科 ＶＵ
カミカワスゲ カヤツリグサ科
ノグサ カヤツリグサ科
スジヌマハリイ カヤツリグサ科 ＶＵ
コツブヌマハリイ カヤツリグサ科 ＶＵ
ナガボテンツキ カヤツリグサ科
ミチノクホタルイ カヤツリグサ科
イセウキヤガラ カヤツリグサ科
マメクグ カヤツリグサ科
カンエンガヤツリ カヤツリグサ科 ＶＵ
ムカゴソウ ラン科 ＥＮ
ミズチドリ ラン科
ノヤマトンボ ラン科
ヤマサギソウ ラン科
ノビネチドリ ラン科
シロテンマ ラン科 ＣＲ
トキソウ ラン科 ＮＴ
キンラン ラン科 ＶＵ
アオフタバラン ラン科
ヒメノヤガラ ラン科 ＶＵ
ハクウンラン ラン科
エビネ ラン科 ＮＴ
カヤラン ラン科
準絶滅危惧（NT）
ミズニラ ミズニラ科 ＮＴ
ヤシャゼンマイ ゼンマイ科
イノモトソウ イノモトソウ科
オオイタチシダ オシダ科
ホソバイヌワラビ イワデンダ科
ヤブシダ イワデンダ科
マメヅタ ウラボシ科
サンショウモ サンショウモ科 ＶＵ
オオバヤナギ ヤナギ科
コケミズ イラクサ科
ホザキヤドリギ ヤドリギ科
サデクサ タデ科
ホソバイヌタデ タデ科 ＮＴ
ナンブワチガイソウ ナデシコ科 ＶＵ
マツナ アカザ科
ハママツナ アカザ科
スハマソウ キンポウゲ科
ミチノクサイシン ウマノスズクサ科 ＶＵ
ヤマアジサイ ユキノシタ科
タマアジサイ ユキノシタ科
ハマナス バラ科
ミチノクナシ バラ科 ＥＮ
チョウセンキンミズヒキ バラ科 ＶＵ
ヒロハノカワラサイコ バラ科 ＶＵ
イヌハギ マメ科 ＶＵ
マキエハギ マメ科
オオバタンキリマメ マメ科
フユザンショウ ミカン科
ソヨゴ モチノキ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
オニシバリ ジンチョウゲ科
エゾノタチツボスミレ スミレ科
カラフトアカバナ アカバナ科
オオカサモチ セリ科
ホタルサイコ セリ科
ヌマゼリ セリ科 ＶＵ
ハナビゼリ セリ科
ハナウド セリ科
オオキヌタソウ アカネ科
ルリソウ ムラサキ科
テイネニガクサ シソ科 ＮＴ
コナミキ シソ科 ＶＵ
ナミキソウ シソ科
イガタツナミソウ シソ科
タイリンヤマハッカ シソ科
スズメノトウガラシ ゴマノハグサ科
ヒヨクソウ ゴマノハグサ科
カワヂシャ ゴマノハグサ科 ＮＴ
ハマウツボ ハマウツボ科 ＶＵ
オオタヌキモ タヌキモ科 ＮＴ
ムラサキミミカキグサ タヌキモ科 ＮＴ
クロミノウグイスカグラ スイカズラ科
レンプクソウ レンプクソウ科
モリアザミ キク科
リクゼンアザミ キク科
ムラサキニガナ キク科
ノニガナ キク科
オオニガナ キク科
サジオモダカ オモダカ科
ミズオオバコ トチカガミ科 ＶＵ
イトトリゲモ イバラモ科 ＮＴ
ヒメイズイ ユリ科
ヒメマイヅルソウ ユリ科
ヤマトユキザサ ユリ科
ヒメシャガ アヤメ科 ＮＴ
アヤメ アヤメ科
ミヤマヒナホシクサ ホシクサ科
アイアシ イネ科
キダチノネズミガヤ イネ科
ウキガヤ イネ科
カラフトドジョウツナギ イネ科
ヒメスズダケ タケ科
ミクリ ミクリ科 ＮＴ
ナガエミクリ ミクリ科 ＮＴ
スナジスゲ カヤツリグサ科
オニナルコスゲ カヤツリグサ科
オオクグ カヤツリグサ科 ＮＴ
キンチャクスゲ カヤツリグサ科
ツルスゲ カヤツリグサ科
サギスゲ カヤツリグサ科
ツレサギソウ ラン科
ユウシュンラン ラン科 ＶＵ
エゾスズラン ラン科
ハマカキラン ラン科 ＶＵ
ジガバチソウ ラン科
情報不足（DD）
ナガバツメクサ ナデシコ科
ネムロコウホネ スイレン科 ＶＵ
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
ツメレンゲ ベンケイソウ科 ＮＴ
イワウメヅル ニシキギ科
ツヅラフジ ツヅラフジ科
ヒナノウスツボ ゴマノハグサ科
オオアマモ アマモ科 ＶＵ
タチアマモ アマモ科 ＶＵ
スガモ アマモ科
ナルコユリ ユリ科
要注目種
ナンゴクナライシダ オシダ科
ナンタイシダ オシダ科
シケチシダ イワデンダ科
アラカシ ブナ科
ヤナギヌカボ タデ科 ＶＵ
ヌカボタデ タデ科 ＶＵ
ノダイオウ タデ科 ＶＵ
タチハコベ ナデシコ科 ＶＵ
イワアカザ アカザ科 ＣＲ
フサザクラ フサザクラ科
センウズモドキ キンポウゲ科 ＶＵ
エゾハタザオ アブラナ科
ムカゴネコノメソウ ユキノシタ科
サナギイチゴ バラ科 ＶＵ
エチゴキジムシロ バラ科
ケヤブハギ バラ科
マルバヌスビトハギ マメ科
ノウルシ トウダイグサ科 ＮＴ
モチノキ モチノキ科
ニッコウナツグミ グミ科
マメグミ グミ科
カラフトニンジン セリ科
イヨカズラ ガガイモ科
タツナミソウ シソ科
シラゲヒメジソ シソ科
オオアブノメ ゴマノハグサ科 ＶＵ
ケヤマウツボ ゴマノハグサ科
ニッコウヒョウタンボク スイカズラ科
モイワシャジン キキョウ科
イトモ ヒルムシロ科 ＮＴ
コアマモ アマモ科
ミヤマイ イグサ科 ＮＴ
ホシクサ ホシクサ科
カリヤス イネ科
ヒナガリヤス イネ科
ノゲヌカスゲ カヤツリグサ科
ニイガタガヤツリ カヤツリグサ科 ＣＲ
ヒメガヤツリ カヤツリグサ科
ヒメフタバラン ラン科

哺乳類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅（EX）
ニホンオオカミ イヌ科 ＥＸ
ニホンカワウソ イタチ科 ＥＸ
絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
モリアブラコウモリ ヒナコウモリ科 ＶＵ
カグヤコウモリ ヒナコウモリ科
クロホオヒゲコウモリ ヒナコウモリ科 ＶＵ
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
ヒメホオヒゲコウモリ ヒナコウモリ科
ヤマコウモリ ヒナコウモリ科 ＶＵ
ヒナコウモリ ヒナコウモリ科
ウサギコウモリ ヒナコウモリ科
テングコウモリ ヒナコウモリ科
準絶滅危惧（NT）
ミズラモグラ モグラ科 ＮＴ
ヤマネ ヤマネ科 ＮＴ
オコジョ イタチ科 ＮＴ
情報不足（DD）
シントウトガリネズミ トガリネズミ科
カワネズミ トガリネズミ科
チチブコウモリ ヒナコウモリ科 ＬＰ
絶滅のおそれのある地域個体群（LP）
金華山島のニホンザル オナガザル科 ＬＰ
要注目種
カヤネズミ ネズミ科
ニホンカモシカ ウシ科

鳥類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
ウズラ キジ科 ＶＵ
オオヨシゴイ サギ科 ＣＲ
ヒクイナ クイナ科 ＮＴ
イヌワシ タカ科 ＥＮ
クマタカ タカ科 ＥＮ
チゴモズ モズ科 ＣＲ
アカモズ モズ科 ＥＮ
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
シジュウカラガン カモ科 ＣＲ
コクガン カモ科 ＶＵ
クロコシジロウミツバメ ウミツバメ科　 ＣＲ
ヒメクロウミツバメ ウミツバメ科 ＶＵ
ヒメウ ウ科 ＥＮ
ヘラシギ シギ科　 ＣＲ
コアジサシ カモメ科 ＶＵ
ウトウ ウミスズメ科
オジロワシ タカ科 ＶＵ
オオワシ タカ科 ＶＵ
サシバ タカ科 ＶＵ
アオバズク フクロウ科
サンショウクイ サンショウクイ科 ＶＵ
オオセッカ センニュウ科 ＥＮ
コジュリン ホオジロ科 ＶＵ
準絶滅危惧（NT）
ヒシクイ カモ科 ＶＵ
カリガネ カモ科 ＥＮ
アホウドリ アホウドリ科 ＶＵ
ハチクマ タカ科 ＮＴ
サンカノゴイ サギ科 ＥＮ
ヨシゴイ サギ科 ＮＴ
ミゾゴイ サギ科 ＶＵ
ヨタカ ヨタカ科 ＮＴ
シロチドリ チドリ科 ＶＵ
オオジシギ シギ科 ＮＴ
ホウロクシギ シギ科 ＶＵ
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
カンムリウミスズメ ウミスズメ科 ＶＵ
チュウヒ タカ科 ＥＮ
ハイタカ タカ科 ＮＴ
オオタカ タカ科 ＮＴ
ハヤブサ ハヤブサ科 ＶＵ
情報不足（DD）
カラシラサギ サギ科 ＮＴ
ツミ タカ科
絶滅のおそれのある地域個体群（LP）
シノリガモ カモ科 ＬＰ
要注目種
ハクガン カモ科 ＣＲ
シマクイナ クイナ科 ＥＮ
ヒメクイナ クイナ科
クイナ クイナ科
ハリオアマツバメ アマツバメ科
ケリ チドリ科 ＤＤ
ズグロカモメ カモメ科 ＶＵ
ケイマフリ ウミスズメ科 ＶＵ
オオコノハズク フクロウ科
コノハズク フクロウ科
コミミズク フクロウ科
アカショウビン カワセミ科
ヤマセミ カワセミ科
チゴハヤブサ ハヤブサ科
イワヒバリ イワヒバリ科
ノジコ ホオジロ科 ＮＴ

両生類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

準絶滅危惧（NT）
トウホクサンショウウオ サンショウウオ科 ＮＴ
キタオウシュウサンショウウオ サンショウウオ科
バンダイハコネサンショウウオ サンショウウオ科
トウキョウダルマガエル アカガエル科 ＮＴ
ツチガエル アカガエル科
絶滅のおそれのある地域個体群（LP）
クロサンショウウオ サンショウウオ科 ＮＴ
アカハライモリ イモリ科
要注目種
トノサマガエル アカガエル科 ＮＴ

爬虫類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

情報不足（DD）
アカウミガメ ウミガメ科 ＥＮ
ニホンイシガメ イシガメ科 ＮＴ
ニホンスッポン スッポン科 ＤＤ
タカチホヘビ タカチホヘビ科
シロマダラ ナミヘビ科

汽水・淡水魚類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
テツギョ コイ科
ヤリタナゴ コイ科 ＮＴ
ゼニタナゴ コイ科 ＣＲ
タナゴ コイ科 ＥＮ
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
アカヒレタビラ コイ科 ＥＮ
シナイモツゴ コイ科 ＣＲ
カンキョウカジカ カジカ科 LP東北地方・北陸地方
ハナカジカ カジカ科 LP東北地方
マサゴハゼ ハゼ科 ＶＵ
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
エゾウグイ コイ科 LP東北地方
ウツセミカジカ カジカ科 ＥＮ
シロウオ ハゼ科 ＶＵ
ルリヨシノボリ ハゼ科
チクゼンハゼ ハゼ科 ＶＵ
エドハゼ ハゼ科 ＶＵ
準絶滅危惧（NT）
アベハゼ ハゼ科
スナヤツメ類 ヤツメウナギ科 ＶＵ
ニホンウナギ ウナギ科 ＥＮ
キンブナ（河川のキンブナ） コイ科 ＶＵ
ホトケドジョウ ドジョウ科 ＥＮ
ギバチ ギギ科 ＶＵ
サクラマス（降海型） サケ科 ＮＴ
ミナミメダカ メダカ科 ＶＵ
ヒモハゼ ハゼ科 ＮＴ
情報不足（DD）
カワヤツメ ヤツメウナギ科 ＶＵ
ニホンイトヨ トゲウオ科 LP本州
クルメサヨリ サヨリ科 ＮＴ
ヘビハゼ ハゼ科 ＤＤ

昆虫類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅（EX）
メガネサナエ サナエトンボ科 ＶＵ
ベッコウトンボ トンボ科 ＣＲ
オオキトンボ トンボ科 ＥＮ
ミヤマシジミ シジミチョウ科 ＥＮ
オオウラギンヒョウモン タテハチョウ科 ＣＲ
絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
ヒヌマイトトンボ イトトンボ科 ＥＮ
ルリイトトンボ イトトンボ科
カラカネイトトンボ イトトンボ科
オオモノサシトンボ モノサシトンボ科 ＥＮ
グンバイトンボ モノサシトンボ科 ＮＴ
コバネアオイトトンボ アオイトトンボ科 ＥＮ
ナゴヤサナエ サナエトンボ科 ＶＵ
カトリヤンマ ヤンマ科
ハネビロエゾトンボ エゾトンボ科 ＶＵ
コノシメトンボ トンボ科
ヒメアカネ トンボ科
ハマスズ ヒバリモドキ科
スナヨコバイ ヨコバイ科 ＮＴ
タガメ コオイムシ科 ＶＵ
オオウスバカゲロウ ウスバカゲロウ科
ツノトンボ ツノトンボ科
カワラハンミョウ ハンミョウ科 ＥＮ
マークオサムシ オサムシ科 ＶＵ
オオキバナガミズギワゴミムシ オサムシ科 ＶＵ
ヨツボシカミキリ カミキリムシ科 ＥＮ
クロガネネクイハムシ ハムシ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
コウノスジガバチモドキ ギングチバチ科
ニッポンハナダカバチ ドロバチモドキ科 ＶＵ
ホソメンハナバチ ムカシハナバチ科
ノウメンハナバチ ムカシハナバチ科
アオスジハナバチ コハナバチ科
トモンハナバチ ハキリバチ科
ヒメシロチョウ シロチョウ科 ＥＮ
ウラジロミドリシジミ シジミチョウ科
クロシジミ シジミチョウ科 ＥＮ
ギンボシヒョウモン本州亜種 タテハチョウ科
チャマダラセセリ セセリチョウ科 ＥＮ
ギンボシスズメ スズメガ科
ウスジロドクガ ドクガ科 ＮＴ
オガサワラヒゲヨトウ ヤガ科 ＥＮ
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
オオセスジイトトンボ イトトンボ科 ＥＮ
ヒメサナエ サナエトンボ科
オオトラフトンボ エゾトンボ科
エゾトンボ エゾトンボ科
ハッチョウトンボ トンボ科
キトンボ トンボ科
オオゴキブリ オオゴキブリ科
ヤマトマダラバッタ バッタ科
コバンムシ コバンムシ科 ＥＮ
キバネツノトンボ ツノトンボ科
キバナガミズギワゴミムシ オサムシ科
ハマベミズギワゴミムシ オサムシ科
ツヤキベリアオゴミムシ オサムシ科 ＶＵ
アオホソゴミムシ オサムシ科
シマケシゲンゴロウ ゲンゴロウ科
エゾゲンゴロウモドキ ゲンゴロウ科 ＶＵ
オオイチモンジシマゲンゴロウ ゲンゴロウ科 ＥＮ
トリノウミマルドロムシ マルドロムシ科
クロヒラタシデムシ シデムシ科
ダイコクコガネ コガネムシ科 ＶＵ
ホネゴミムシダマシ ゴミムシダマシ科
コホネゴミムシダマシ ゴミムシダマシ科
フタスジカタビロハナカミキリ カミキリムシ科
ヤマトキモンハナカミキリ カミキリムシ科
ヒメビロウドカミキリ カミキリムシ科 ＮＴ
サドチビアメイロカミキリ カミキリムシ科
クロスジカメノコハムシ ハムシ科
タグチホソヒラタハムシ ハムシ科
シラハタミズクサハムシ ハムシ科
シラフヒョウタンゾウムシ ゾウムシ科
クロツヤハマベゾウムシ ゾウムシ科
ミヤギノヨコバイバチ アリマキバチ科
ニトベギングチ ギングチバチ科 ＤＤ
キスジツチスガリ フシダカバチ科
マイマイツツハナバチ ハキリバチ科
キヌゲハキリバチ ハキリバチ科
ホシチャバネセセリ セセリチョウ科 ＥＮ
ヒメスズメ スズメガ科 ＮＴ
コシロシタバ ヤガ科 ＮＴ
準絶滅危惧（NT）
マダラヤンマ ヤンマ科 ＮＴ
マルタンヤンマ ヤンマ科
ネアカヨシヤンマ ヤンマ科 ＮＴ
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
カスミササキリ キリギリス科
カワラバッタ バッタ科
コオイムシ コオイムシ科 ＮＴ
ホッケミズムシ ミズムシ科 ＮＴ
キイロマツモムシ マツモムシ科
クロマダラナガカメムシ ナガカメムシ科
ホソハンミョウ ハンミョウ科 ＶＵ
アカガネオサムシ オサムシ科 ＶＵ
チョウカイヒメクロオサムシ オサムシ科
セアカオサムシ オサムシ科 ＮＴ
オオハンミョウモドキ オサムシ科
チビアオゴミムシ オサムシ科 ＥＮ
エチゴトックリゴミムシ オサムシ科 ＮＴ
ヒョウタンゴミムシ オサムシ科
アオバネホソクビゴミムシ ホソクビゴミムシ科
メススジゲンゴロウ ゲンゴロウ科
ゲンゴロウ ゲンゴロウ科 ＶＵ
ルイスツブゲンゴロウ ゲンゴロウ科 ＶＵ
オオクワガタ クワガタムシ科 ＶＵ
コブナシコブスジコガネ コブスジコガネ科
アイヌコブスジコガネ コブスジコガネ科
アカマダラセンチコガネ センチコガネ科
アカマダラハナムグリ コガネムシ科 ＤＤ
ヤマトタマムシ タマムシ科
ヤマトケシマグソコガネ コガネムシ科
ハヤチネベニコメツキ コメツキムシ科
ミヤマヒサゴコメツキ コメツキムシ科
スナサビキコリ コメツキムシ科
ヒメボタル ホタル科
ゲンジボタル ホタル科
スジグロボタル ホタル科
アイヌテントウ テントウムシ科
ルリナガクチキ ナガクチキムシ科
ムネアカナガクチキ ナガクチキムシ科
ミスジナガクチキ ナガクチキムシ科
ムラサキオオツチハンミョウ ツチハンミョウ科
ジャコウホソハナカミキリ カミキリムシ科
アメイロカミキリ カミキリムシ科
トラフホソバネカミキリ カミキリムシ科
ベニカメノコハムシ ハムシ科
オオルリハムシ ハムシ科 ＮＴ
アカガネネクイハムシ ハムシ科 ＮＴ
キンイロネクイハムシ ハムシ科 ＮＴ
コウホネネクイハムシ ハムシ科
ハマベゾウムシ ゾウムシ科
シラクモゴボウゾウムシ ゾウムシ科
トビイロヒョウタンゾウムシ ゾウムシ科
キスジベッコウ ベッコウバチ科
チシマシロフベッコウ ベッコウバチ科
ナミコナフキベッコウ ベッコウバチ科
アシジロヨコバイバチ アリマキバチ科
ヤマトスナハキバチ ドロバチモドキ科 ＤＤ
エチゼンヒメハナバチ ヒメハナバチ科
オオモンツチバチ ツチバチ科
アカゴシベッコウ ベッコウバチ科
ヒメギフチョウ本州亜種 アゲハチョウ科 ＮＴ
ハヤシミドリシジミ シジミチョウ科
カラスシジミ シジミチョウ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
キマダラモドキ タテハチョウ科 ＮＴ
ツチイロツトガ ツトガ科
ゼニガサミズメイガ ツトガ科
フタスジギンエダシャク シャクガ科
フタマタシロナミシャク シャクガ科
タッタカモクメシャチホコ シャチホコガ科
クワヤマエグリシャチホコ シャチホコガ科 ＮＴ
フタホシドクガ ドクガ科
キバラヒトリ ヒトリガ科
トガリアツバ ヤガ科
キシタアツバ ヤガ科 ＮＴ
イチモジヒメヨトウ ヤガ科 ＶＵ
オオチャバネヨトウ ヤガ科 ＶＵ
キスジウスキヨトウ ヤガ科 ＶＵ
ガマヨトウ ヤガ科 ＶＵ
ヒマラヤハガタヨトウ ヤガ科
ツマグロキヨトウ ヤガ科
情報不足（DD）
ニンポーイナゴ バッタ科
カスリウスバカゲロウ ウスバカゲロウ科
ギョウトクコミズギワゴミムシ オサムシ科 ＶＵ
マダラケシミズギワゴミムシ オサムシ科
アリスアトキリゴミムシ オサムシ科 ＤＤ
アブクマナガゴミムシ オサムシ科
シラハタキバナガゴミムシ オサムシ科
マダラコガシラミズムシ コガシラミズムシ科 ＶＵ
マルコガタノゲンゴロウ ゲンゴロウ科 ＣＲ
エゾヒメゲンゴロウ ゲンゴロウ科
クロサワツブミズムシ ツブミズムシ科
エンマハバビロガムシ ガムシ科
和名未定 チビシデムシ科
ネブトクワガタ クワガタムシ科
コルリクワガタ クワガタムシ科
クチキマグソコガネ コガネムシ科
シナノエンマコガネ コガネムシ科
アラメエンマコガネ コガネムシ科 ＮＴ
ナガスネエンマコガネ コガネムシ科
アオナガタマムシ タマムシ科
スギウラナガタマムシ タマムシ科
チビヒサゴコメツキ コメツキムシ科
カワイヒラアシコメツキ コメツキムシ科
ミヤマコガネヒラタコメツキ コメツキムシ科
ツヤカタモンチビコメツキ コメツキムシ科
アヤスジミゾドロムシ ヒメドロムシ科 ＥＮ
ケスジドロムシ ヒメドロムシ科
シラホシダエンマルトゲムシ ダエンマルトゲムシ科
タテスジヒメヒゲナガハナノミ ナガハナノミ科
オオマドボタル ホタル科
アミメナガシンクイ ナガシンクイムシ科
オオメツツシンクイ ツツシンクイ科
クロホシチビオオキノコ オオキノコムシ科
クロスジチャイロテントウ テントウムシ科
クロズハマベゴミムシダマシ ゴミムシダマシ科
ツヤヒサゴゴミムシダマシ ゴミムシダマシ科
チシマコナガクチキ キノコムシダマシ科
ヒメカツオガタナガクチキ ナガクチキムシ科
ミヤマツチハンミョウ ツチハンミョウ科
ヒゲブトハナカミキリ カミキリムシ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
クロマダラカメノコハムシ ハムシ科
エゴヒゲナガゾウムシ ヒゲナガゾウムシ科
オオメナガヒゲナガゾウムシ ヒゲナガゾウムシ科
クチビロハムシドロバチ ドロバチ科
クロケラトリバチ ギングチバチ科
キアシマエダテバチ フシダカバチ科
ウラジャノメ本州亜種 タテハチョウ科
ヘリグロチャバネセセリ セセリチョウ科
イタクラキノメイガ ツトガ科
フトスジエダシャク シャクガ科
ナカシロオビエダシャク シャクガ科
マツクロスズメ本州亜種 スズメガ科
イブキスズメ スズメガ科
ギンモンセダカモクメ ヤガ科 ＮＴ
タカオキリガ ヤガ科
クロヤガ ヤガ科
ヤマトウスチャヤガ ヤガ科

海岸地域の無脊椎動物類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
イボウミニナ ウミニナ科 ＶＵ
カワグチツボ ワカウラツボ科 ＮＴ
サザナミツボ ワカウラツボ科 ＮＴ
ハマガニ モクズガニ科
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
ツボミ コガモガイ科 ＮＴ
イボキサゴ ニシキウズ科 ＮＴ
フトヘナタリ キバウミニナ科 ＮＴ
カワアイ キバウミニナ科 ＶＵ
ヨシダカワザンショウ カワザンショウ科 ＮＴ
クビキレガイモドキ イツマデガイ科 ＮＴ
クレハガイ イトカケガイ科 ＮＴ
アカニシ アッキガイ科
ウネムシロ オリイレヨフバイ科 CR+EN
シゲヤスイトカケギリ トウガタガイ科 ＮＴ
ウスコミミガイ オカミミガイ科 ＮＴ
ナギサノシタタリ オカミミガイ科
ハマグリ マルスダレガイ科 ＶＵ
ユムシ ユムシ科
トリウミアカイソモドキ モクズガニ科
スナガニ スナガニ科
準絶滅危惧（NT）
ウミニナ ウミニナ科 ＮＴ
ツブカワザンショウ カワザンショウ科 ＮＴ
ヒナタムシヤドリカワザンショウ カワザンショウ科 ＮＴ
ヤマトクビキレガイ クビキレガイ科
ムシロガイ オリイレヨフバイ科 ＮＴ
コメツブガイ ヘコミツララガイ科
アカガイ フネガイ科
ユウシオガイ ニッコウガイ科 ＮＴ
サクラガイ ニッコウガイ科 ＮＴ
マテガイ マテガイ科
ヒメシラトリ ニッコウガイ科
オオノガイ オオノガイ科 ＮＴ
ニオガイ ニオガイ科
ホウザワイソギンチャク ホウザワイソギンチャク科
オロチヒモムシ オロチヒモムシ科
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宮城県レッドリスト（2016）

和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー
イトメ ゴカイ科
ツバサゴカイ ツバサゴカイ科
シダレイトゴカイ イトゴカイ科
スジホシムシモドキ スジホシムシ科
アカテガニ ベンケイガニ科
アリアケモドキ ムツハアリアケガニ科
情報不足（DD）
エドガワミズゴマツボ ミズゴマツボ科 ＮＴ
ヒメムシロ オリイレヨフバイ科
ヌカルミクチキレ トウガタガイ科 ＮＴ
ヒガタヨコイトカケギリ トウガタガイ科 ＤＤ
ヨコイトカケギリ トウガタガイ科
イリエゴウナ ガクバンゴウナ科 ＶＵ
マツシマコメツブ ヘコミツララガイ科
キヌタレガイ キヌタレガイ科 ＮＴ
イガイ イガイ科
シコロエガイ シコロエガイ科
ムラサキガイ シオサザナミ科 ＶＵ
シオフキ バカガイ科
オニアサリ マルスダレガイ科
ネムグリガイ フナクイムシ科
ウミカニムシ コケカニムシ科
ハマダンゴムシ ハマダンゴムシ科
モリノカマカ カマカヨコエビ科
バルスアナジャコ アナジャコ科
スネナガイソガニ モクズガニ科
アカイソガニ モクズガニ科
オサガニ オサガニ科
チビイトマキヒトデ イトマキヒトデ科
ヒモイカリナマコ イカリナマコ科
要注目種
アマガイ アマオブネ科
クロタマキビ タマキビ科
オオウスイロヘソカドガイ カワザンショウ科
キタノカラマツガイ コウダカカラマツガイ科 ＮＴ
ヒバリガイモドキ イガイ科
ジャムシ ゴカイ科

淡水産貝類
和　　　　名 （科　　　　名） 環境省カテゴリー

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
マメタニシ エゾマメタニシ科 ＶＵ
カワシンジュガイ カワシンジュガイ科 ＶＵ
カラスガイ イシガイ科 ＮＴ
絶滅危惧Ⅱ類（VU）
ミズゴマツボ ミズゴマツボ科 ＶＵ
マツカサガイ イシガイ科 ＮＴ
準絶滅危惧（NT）
チリメンカワニナ カワニナ科
ヌマガイ イシガイ科
情報不足（DD）
ミズコハクガイ ヒラマキガイ科 ＶＵ
ヒメヒラマキミズマイマイ ヒラマキガイ科 ＤＤ
フネドブガイ イシガイ科
マシジミ シジミ科
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